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（１８時００分 開会） 

○髙橋地域活性化推進室副主幹（以下「地域活性化推進室副主幹」と表記） 

  皆様、本日はお忙しいところご出席いただきまして、ありがとうございます。 

 ただいまから、「平成３０年度第２回南外地域協議会」を開会いたします。はじめに、伊藤

会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

○伊藤直人南外地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

  皆さんこんばんは。大変お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。前回この

協議会で話が出ましたが、湯ノ又児童館前の交差点で残念ながら死亡事故が起きてしまい

ました。私は事故のことについてどうこう言うわけではありませんが、事故にあった方は

若くて有望な方だったと聞いております。ルールを守って走行していたのに、一時停止を

怠った車と衝突し亡くなられたと非常に残念な事故でした。この地域協議会でもその交差

点について危ないという認識で話題に挙がっておりましたが、防ぐ事ができず残念に思い

ます。市のほうでも注意喚起の看板等対策を講じるようですので、今後見守っていくこと

かなと考えております。本日の地域枠予算の案件は５件と地域公共交通について説明があ

るようですので、よろしくお願いいたします。簡単ではございますが挨拶とさせていただ

きます。 

 

○地域活性化推進室副主幹 

  ありがとうございました。それでは議事に入らせていただきます。本日の出席委員数は、

１０名で、過半数に達しておりますので、本会議は成立することをご報告いたします。本

日は、議題としてその他を含めて６件であります。その内「地域枠予算対象事業の承認案

件」は５件ありますので、よろしくご審議願います。なお、会議録作成のため録音させて

いただくことを、あらかじめおことわり申し上げます。また、ご発言の際は、挙手の上会

長の指名を受けてからお願いいたします。それでは、伊藤会長よろしくお願いいたします。 

 

○会長 

  それでは、協議会を始めます。議題に入る前に、本日の議事録署名委員を指名します。

佐々木久委員と佐藤喜八郎委員にお願いいたします。それでは、議事を進めてまいります。 

１）の「３０年度地域枠予算対象事業の承認について」を審議します。始めに、「①大向・

金屋地区コスモス植栽事業」について事務局から説明願います。 

 

○地域活性化推進室副主幹 

  【資料説明】 

 

○会長 

ただ今の説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。１０年目の継続

事業ということで頑張ってもらっていると思いますので、審議の結果「①大向・金屋地区
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コスモス植栽事業」については、これを承認することに決します。続きまして、「②第７回

南外地域運動会開催事業」について事務局から説明願います。 

 

○佐藤政利公民館長（以下「公民館長」と表記） 

  【資料説明】 

 

○会長 

ただ今の説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。ご意見ありませ

んでしょうか。この事業は継続事業でありまして住民の皆さんに定着した感じがあります。 

 

○伊藤君夫委員 

実行委員長が代わったようですがそのいきさつについて教えてください。 

 

○公民館長 

  運動会の実行委員会長は自治会連絡協議会の会長が併任することとなっております。今

年、自治会連絡協議会の会長が代わった事から、中野自治会長の加賀さんが今年から実行

委員長となりました。 

 

○会長 

他にご質問はありませんでしょうか。ないようですので、審議の結果「②第７回南外地

域運動会開催事業」については、これを承認することに決します。続きまして、「③なんが

い地域祭開催事業」について事務局から説明願います。 

 

○公民館長 

  【資料説明】 

 

○会長 

ただ今の説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  前にもお話しましたが、南三陸町から漁業の方が来てくれるのであれば、この地域で盛

んなものとして林業について募集してみてはどうかということを提案しました。それにつ

いてはどうなったか教えてください。 

 

○公民館長 

  林業については今回検討する事ができませんでした。南三陸町とはこれまで被災地支援

事業でできた縁から来てもらうこととしております。佐藤委員からお話があった林業につ

いては考える事ができませんでした。もしよろしければ具体的にどんな催しをやってみた



－4－ 

 

らいいのか教えていただければと思います。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  この地域は山が多いのでぜひ取り入れてもらったらと思い意見させてもらいました。丸

太でなにか作ってみるなど、そういった体験コーナーなどがいいのではないでしょうか。 

 

○公民館長 

  木工品の販売など検討してみたいと思います。ご意見ありがとうございました。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  予算についてですが、市民協働型ということで予算の上限がないと思います。今年度は

５０万円ほどのようですが、もっと予算を増やして大きなイベントにできるようにしたら

どうかと思います。 

 

○公民館長 

  地域枠予算で上限がないとは言え、市の財源でありますので、他の事業と勘案してある

程度の規模で行う必要があることから、ご理解をいただき、今年度はこの予算で行わせて

いただきたいと思います。 

 

○会長 

  他にご質問はありませんでしょうか。質問がないようですので、審議の結果「③なんが

い地域祭開催事業」については、これを承認することに決します。続きまして、「④第５回

南外盆踊り開催事業」について事務局から説明願います。 

 

○三浦地域活性化推進室主席主査（以下「地域活性化推進室主席主査」と表記） 

  【資料説明】 

 

○会長 

ただ今の説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。 

 

○髙橋浩行委員 

  盆踊りの開催日が１６日となっていますが、もっと早く開催できないでしょうか。盆に

帰省してきた人たちも１６日の夜となればそろそろ戻り始めると思いますし、せっかくい

いイベントですのでそういった方々にも参加できるような開催日の設定ができないかと思

います。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  １６日の開催について、昨年実行委員会に出席した際に聞いた話ですが、開催日が１日
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とはいえ、準備と後片付けに前後１日ずつ、計３日かかると聞いております。お盆と呼ば

れる時期は１３日～１５日ですが、その期間に行おうとすると主催者側の人集めが困難に

なることから、ぎりぎり早めて１６日にしたのではないかと考えられますので、ご理解い

ただければと考えます。 

   

○高見文子委員 

  雨の時はどうするのでしょうか。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  会場の隣にコミニティセンターがあるのでそちらで開催すると聞いております。 

 

○会長 

  他にご質問はありませんでしょうか。質問がないようですので、審議の結果「④第５回

なんがい盆踊り開催事業」については、これを承認することに決します。続きまして、「⑤

東日本大震災被災地（南三陸町）交流事業」について事務局から説明願います。 

 

○公民館長 

  【資料説明】 

 

○会長 

ただ今の説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。 

 

○佐藤正行委員 

  予算の内訳を見ておりますが、こちらから中学生が南三陸へ向かう際の旅費がないよう

に思えますが、どのようにする予定でしょうか。 

 

○公民館長 

  この中にはありませんが、教育委員会からの予算もありまして、そちらを利用する予定

です。内訳としては、生徒たちが乗るバスと販売する野菜を運ぶコンテナ車の借上げ料で

す。 

 

○佐々木久委員 

  この事業はずっと継続していくものかわかりませんが、当初の目的とは変わってきてい

ると思います。例えば魚屋さんから来てもらう謝礼を渡していますが、商売ですのでお金

を出してまで商売してもらうというのは不自然な気がします。また、中学生が南三陸町へ

行き地元の野菜を売るということも、東日本大震災直後の悲惨な光景を中学生へ見せる、

被災した方々を勇気付ける、ということで当初はいいことだと思いましたが、復興が進み、

ただの販売体験であれば別に南三陸町でなくても大曲でもやれるのではないかと思います。
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当初とは方向性がずれてきている気がしますので、今後何年続けていくのか教えてくださ

い。 

 

○公民館長 

  初めは確かに支援ということで始めた事業ではありました。震災から復興も進み、当初

の目的とは変化してきているかもしれませんが、これまでの交流を通じて作ってきた縁を

大事にしていきたいと思っております。 

 

○佐々木久委員 

  事業名が「東日本大震災被災地（南三陸町）交流事業」となっているものをそのまま行

うのでしょうか。単なる交流事業であれば、東日本大震災被災地というのは不用になるの

ではないでしょうか。 

 

○公民館長 

  当初の目的とは変わってきたものの、せっかくの縁は大事にしたい事から名称の変更を

検討したいと思います。 

 

○会長 

  他にご質問はありませんでしょうか。質問がないようですので、審議の結果「⑤東日本

大震災被災地（南三陸町）交流事業」については、これを承認することに決します。次に

２）その他に入ります。地域公共交通について説明があるようです。市民サービス課長、

よろしくお願いいたします。 

 

○髙橋市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記） 

  【資料説明】 

 

○会長 

ただ今の説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  アンケートは一割程度を見込んでいるという説明だったが、一割程度の意見だけでいい

のか疑問を感じます。 

 

○市民サービス課長 

これまでも様々なアンケートを実施したところ１割程度の回答だったということで、提

出率は１割くらいの見込みを出したのではないかと考えます。できれば多くの方からアン

ケートを提出して欲しいとは思っておりますが、提出するまでに至らない人たちからの意

見をどう集約するかが今後の課題かと考えます。 
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○会長 

  一割程度の見込みしかなくても、アンケートという形は必要でしょうし、何か別の方法

も考えなくてはいけないかもしれません。できれば地域協議会の委員の方々からも協力い

ただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  地域公共交通への意見と言ってもこれまで大きな流れがあって今の形に落ち着いたもの

と考えます。この地域でも高齢者がますます増えてきておりますので、考えていく必要が

あると思います。他に何かご意見ありませんでしょうか。 

 

○佐藤喜八郎委員 

先ほど一割程度の回答ということで質問をしましたが、確かに地域公共交通への関心の

高さを考えると一割程度というのも仕方ないかもしれません。改めて質問ですが、この南

外地域では何人くらいが地域公共交通を利用しているか教えてください。 

 

○市民サービス課長 

  すぐに回答できないため、後ほど回答させてください。 

 

○伊藤君夫委員 

  私の個人的な意見ですが、地域公共交通が本当に必要なものかと感じます。確かに、買

物に行きたいという気持ちや、神岡にある病院まで行きたいという気持ちはわかります。

ただ、私の住んでいる限界集落と呼ばれるような地域では、公共交通を動かしているだけ

で市の経費がとてもかかることだと思います。ではそういった地域で交通弱者の人たちは

どうしているかというと、実際は家族の人や知り合いの人の車に乗って行っているのが現

状です。つまり、地域の交通弱者はその地域や自治会で守り、解決していくような仕組み

づくりが必要なのではないでしょうか。確かに佐藤委員がおっしゃったとおり、何人の人

が何回乗ったとかいうデータは必要かもしれませんが、同じ人が何回も利用しているデー

タに意味はあまりないような気がします。多大な費用を投じてまで地域公共交通を続ける

ことは今後難しいと考えます。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  伊藤委員のおっしゃった事を聞いて納得しました。ただ、定期バスが全くなくなったら

と考えると大変だなと思います。 

 

○伊藤君夫委員 

定期バスを使うのは年に何回ですか。あればいいで残すには費用がかかりすぎではない

かと考えます。 

 

○会長 
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  今、そもそもの話になってしまいましたが、今現在の地域公共交通の利便性を上げるた

めにはどうするかという意見が求められていると思います。高見委員から前に地域公共交

通について話し合った事があったかと思いますが少し話をしてもらえないでしょうか。 

 

○高見文子委員 

以前地域協議会では上小阿仁村に視察に行き、地域の住民の方々がＮＰＯ法人をたちあ

げ有償ボランティアで住民の輸送をしているやり方を見たことがありました。そのやり方

ができれば非常にいい事かと思います。 

 

○会長 

  確かに地域の人たちが熱意を持ってＮＰＯ法人を立ち上げてくれればそのやり方はすべ

てを解決できるような気がします。ですが、以前その話が立ち上がった際には、受け皿と

なってもらえる住人がいなかったことで立ち消えたと聞いております。そういうやってく

れる人を探して集めるというのは非常に困難であると私は考えます。佐藤委員が話してく

れたとおり、現在の利用率等から今の地域公共交通の仕組みを変えていき、市の方で採択

できるもがあれば採択してもらうような意見を出すしかないのではないでしょうか。この

地域協議会でどうやって意見を出していけばいいのか意見をお願いします。 

 

○佐藤正行副会長 

  一家に一部の広報でアンケートに協力してもらうということですが、提出する人という

のは地域公共交通を利用していない人が多かったり、家にいる若い人だったりすることが

ほとんどなのでしょうか。実際に必要としていたり、利用していたりする高齢者の方から

どうやって意見を集約するのかということが難しいとは思いますが考えていかなければい

けないと思います。 

 

○市民サービス課長 

  市民バスは予約制であることから、市民バスを利用している人に車に乗っている間に書

いてもらうなど、実際の利用者からの意見を集めてみたいと思います。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  私は老人クラブに属しておりますが、老人クラブの方へアンケートの協力を求めてみて

はどうでしょうか。 

 

○市民サービス課長 

  非常にいい意見ありがとうございます。老人クラブへの協力も考えてみたいと思います。

色々な組織の会議等で呼びかけをしていきたいと思います。委員の皆さまも様々な会議で

呼びかけてもらえれば助かります。 
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○会長 

  免許返納者を把握できるのであれば、そういった方の意見はとても実感のあるものとな

るのではないでしょうか。 

  これまで様々な意見がありましたが他にありませんでしょうか。地域協議会委員への意

見書について説明をお願いします。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  【意見書の提出について説明】 

 

○市民サービス課長 

  先ほど聞かれた市民バスの利用者の人数ですが、２９年度は２４１人ということでした。

また乗り合いタクシーの利用人数は４７７人でした。コミニティバスは１６２５９人です。

利用者数の推移を説明しますと、市民バスは前年度比で減少しており、乗り合いタクシー

は横ばい、コミニティバスは増加しております。 

 

○会長 

人口が減っている事を考えますと、利用率は上がっているように思われます。他にご意

見はありませんでしょうか。ないようですので第２回地域協議会は終了させていただきま

す。次回第３回地域協議会は１０月１５日に市長が出席し、地域公共交通について委員の

皆さまと話し合う事となっておりますので、できるだけ多くの委員の方々に出席していた

だけるように今からスケジュール調整をお願いいたします。本日はありがとうございまし

た。 

 

（２０時１０分 閉会） 
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